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ま ん の う 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録 

 
 
開催日時 令和２年８月２０日（木）   ９時３０分から 
 
 
開催場所 まんのう町役場   ３階   大会議室 
 
 
出席委員 １７名（委員総数１９名） 
  会 長             
  副会長   １番 岩倉 節夫  

委 員   ２番 白川 清茂   ３番 細川 憲志   ４番 林 一典   
     ５番 髙井 忠    ６番 三原 俊雄   ７番 曽我部 宗男 

８番 鈴木 多計士  ９番 藤井 清   １０番 秦  守   
     １２番 亀田 安信  １３番 中浦 優   １４番 近藤 茂義  

１５番 白川 修   １６番 黒田 啓子  １７番 奥山 則国  
     １８番 山口 靖永                        

 
 
 
欠席委員    ２名 

欠席者  １１番 今田 義則  １９番 兼若 順二 
 
 
 
農業委員会事務局職員 
  事務局長   小縣 茂 

 課長補佐   藤原 道広 
職  員   森田 昌光  岡本 尚士 

 
 
 
 
議案等 
  議案第１号   農地法第３条許可申請書の取消しの件 

議案第２号   農地法第３条許可申請書審議の件 
議案第３号   農地法第５条許可申請書審議の件 
議案第４号   農地法第５条許可後の承継を伴う事業計画変更の件 

  議案第５号   非農地証明願承認の件 
  議案第６号   農用地利用集積計画諮問の件 
  議案第７号   その他 
 
 
 
議事は次のとおり 
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（開会前あいさつ）            （令和２年８月２０日） 

 

副会長   それではただ今より，８月の定例会を開会します。本日，１１番の今田会長さん、

１９番の兼若さんより欠席の届出がありますので御報告します。出席委員は１９

名中１７名で，定足数に達していますので，総会は成立しています。本日の議事

録署名人につきましては，１６番 黒田委員さん，１７番 奥山委員さん，よろ

しくお願いします。本日の議題につきましては，議案第 1 号から議案第６号まで

を御審議いただき，その他として報告を含む案件が３件あります。御審議よろし

くお願いします。 

 

副会長   それでは，議案第１号，農地法第３条許可申請の取消しの件を議題とします。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局(森田)（３条取消し 説明） 

【番号 1】 所有権移転（売買） 4 筆 

■譲渡人 柴坂 晃夫 ■譲受人 大鷹 重行  

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 造田字高柿 2685 番 田 1076 ㎡他 3筆 地籍合計 6656 ㎡ 

■農業委員会 令和 2年 3月 23 日審議決定 

■取消事由 譲受人の都合による取消 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第１号について，原案のとおり

決定することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，議案第１号について，原案のとおり，許可することに決

定しました。ありがとうございました。続きまして、議案第２号，農地法第３条

許可申請書審議の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局(森田)（３条申請 説明） 

【番号 1】 所有権移転（売買） 1 筆 

■譲渡人 寺嶋 孝 ■譲受人 苧坂 博文 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 炭所西字厳島 1232 番 田 1368 ㎡ 1 筆 地籍合計 1368 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 6237 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.1 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 7月 27 日 

■現地調査実施日 8/7 

■営農計画書（様式第 3号）施設野菜、イチジクを作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 200 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

 



3 

【番号 2】 所有権移転（売買） 1 筆 

■譲渡人 髙尾 進 ■譲受人 白川 幸男 

■譲渡人事由 高齢化による経営縮小 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 炭所西字中須 3345 番 田 1584 ㎡ 1 筆 地籍合計 1584 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 6310 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.4 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 7月 14 日 

■現地調査実施日 8/7 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 220 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 3】 所有権移転（売買） 1 筆 

■譲渡人 北岡 真由美 ■譲受人 児島 正博 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 炭所西字的場 2528 番 田 1159 ㎡ 1 筆 地籍合計 1159 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 7963 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 19 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 7月 14 日 

■現地調査実施日 8/7 

■営農計画書（様式第 3号）栗、柿、キウイを作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 180 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１～３の担当委員は曽我部委員さんよろしくお願いします。 

 

曽我部委員  （補足説明 3-1～3） 

       それでは補足をさせて頂きます。３条の許可申請について今回、１番２番３番と

も、私の担当区域でございます。簡単に補足説明をさせて頂きます。１番の譲渡

人の寺嶋孝さんですが、現在、脳梗塞によりまして入院療養中ということでござ

いまして、お会いできておりません。譲受人の苧坂博文さんに１６日の午前中に

会いしましてお話を伺っております。この土地は５、６年前から放棄地になって

おりまして、山際ということもありまして、マムシ、イノシシの通り道といった

状況であります。近隣の方に大変迷惑がかかっている状況でありました。苧坂博

文さんにお願いしたところ譲ってもらおうかと取得されるということであります。

昭和５４年に補助整備された土地ですが、補助整備された後に産廃処理をしたと

ころの雨土をのけまして、圃場をこわして残土などを埋めていたといった状況で

ありました。現在はかなり草が生えているといった状況ですが、苧坂さんに話を

聞きますと、ハウスを建てて野菜、いちじくなどを植えて近隣に迷惑がかからな

いような対応をとったらというようなお話でした。 

       続きまして２番ですが、譲渡人の高尾さんは入院されているといった状況でお会

いできていません。譲受人の白川幸男さんにつきましては、１７日の午前中に本

人にお会いいたしました。本来であれば、江畑の法人の方で買い取りといったこ

とも考えていたようですが、最終的には白川幸男さんが買い取った後に法人へ持

ち出すといった状況です。現在はおそらくコシヒカリではないかと思いますが、
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栽培をしております。問題はないと思います。よろしくお願い致します。 

       続きまして３番の件ですが、譲渡人の北岡真由美さん、この方は徳島県のつるぎ

町で住んでおられます。そういったことでお会いはできていませんが、譲受人の

児島さんには１７日の午後、ご本人がこちらの方にお出でてくれましたので、話

をお伺い致しました。この方は農業に対して意欲的な方でございまして、通常で

は相当な荒れ地を購入されております。今回この案件につきましても、完全に耕

作放棄地でございました。この土地を綺麗に草刈りしまして、稲を作るとなりま

すと何年もかかると思いますが、果樹やハウスを建てるのであれば充分に対応が

できるような土地で、若干山際の場所でございますが、児島さんがこちらの方へ

土地を手に入れられまして耕作されるといった状況でございます。現地確認、ま

た本人にもお会い致しまして話を伺いました。今も申しましたように、農業に対

して非常に意欲を持っておられるといった状況でございますので、何ら問題はな

いと思います。どうぞご審議の程、よろしくお願い致します。 

 

副会長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第２号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，議案第２号について，原案のとおり、許可することに決

定しました。ありがとうございました。続きまして，議案第３号，農地法第５条

許可申請書審議の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

  

事務局(藤原)（５条申請 説明） 

番号 1（分家住宅）／【使用貸借権設定】 

＊申請地：炭所西字厳島 1255 番 7 田 26 ㎡ ほか 1 筆 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 7月 10 日） 

＊農地区分：第 3種農地～県道炭所東琴平線沿いで、附近に教育施設が２か所以上

あり、かつ隣接する県道に上水道・下水道管が埋設されている位置に

ある農地 

＊申請目的：分家住宅  

     ～借人は現在、町外の借家に居住しているが、子どもが生まれ、家財道

具なども増えて手狭となったことから新たな住宅を計画する中で、農

業の後継者として実家近くで宅地に見合う土地を探していたところ、

祖父が所有している農地の一部を宅地として利用することに同意が

得られたことから、この度の申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～2筆 

（申請地）～令和 2年 7月 31 日法務局発行（3箇月以内） 

1255 番 7 ～令和 2年 7月 29 日 1255 番 5から分筆 

ほか 1筆 ～昭和 35年 8月 2 日 売買による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.20ｍ 

     擁壁～コンクリート擁壁 H=0.40m～0.90m 

＊排水計画：雨水：溜枡に集水して北側県道側溝へ排水 

      汚水：既設公共下水管へ接続 
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＊資金調達計画：造成費 150 万円、建築費 1850 万円で合計 2000 万円となり、住宅

ローンの事前審査結果を添付。 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊関係法令申請：道路工事承認申請書添付（香川県） 

 

番号２（分譲住宅）／【売買による所有権移転】 

＊申請地：四條字本村 442 番 1(田) 704 ㎡ 

＊農用地区域外農地～農振除外不要 

＊農地区分：第 3 種農地～まんのう町役場本庁者より西南西側約 230m に位置し、

町道杉ノ上本村線沿いにある農地。 

＊申請目的：分譲住宅（2戸）住宅：2階建 2棟 165.00 ㎡  

～譲受人は、まんのう町内を中心に不動産業を営んでおり、当該申請

地の区域で住宅希望の問い合わせが多数あることから、当該地域での

分譲住宅用地を探していたところ、労力不足などで自作が困難となり、

借り手もなかなか見つからず、農地の管理に苦慮していた土地所有者

との意向が合致して、分譲住宅を計画してこのたびの転用申請に至っ

た。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地） ～令和 2年 7月 17 日法務局発行（3箇月以内） 

         442 番 1   ～平成 11 年 1 月 11 日 国土調査による成果 

               昭和 34 年 11 月 17 日 売買による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～良質花崗土（H=0.50ｍ～0.70ｍ） 

     擁壁～コンクリート擁壁（H=0.45m～0.90ｍ） 

＊排水計画：雨水：溜桝に集水して北側用水路へ排水 

      汚水：公共下水道管に接続 

＊資金調達計画：土地代 400 万円、造成費 600 万円、建築費 1800 万円で合計 2800

万円となり、金融機関の残高証明書添付 

＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良区・香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合総代押印添付 

＊候補地比較検討表：近隣候補地 3か所で比較検討済 

＊所有地一覧表：自己所有地内で検討済 

＊分譲住宅等工事進捗状況一覧表：許可済 4地区 

 

番号３（分家住宅）／【使用貸借権設定】 

＊申請地：七箇字小池 2342 番 5 田 498.8 ㎡ 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 7月 10 日） 

＊農地区分：第 2 種農地～昭和 60 年度から平成 6年度にかけて実施された県営ほ

場整備事業で換地処分され、JR 塩入駅より南側約 460m に位置する農

地。 

＊申請目的：分家住宅  

     ～借人は現在、実家で両親と同居しているが、自身の子どもの成長に伴

って手狭となったことから新たな住宅を計画する中で、農業の後継者

として実家近くで宅地に見合う土地を探していたところ、祖父が所有

している農地の一部を宅地として利用することに同意が得られたこ

とから、この度の申請に至ったもの。 
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＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 8月 20 日法務局発行（3箇月以内） 

2342 番 5 ～令和 2年 8月 20 日 2342 番 1から分筆 

 ～昭和 31年 4月 6日 相続による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.30ｍ 

     擁壁～コンクリート擁壁 H=0.90m 

＊排水計画：雨水：溜枡に集水して西側道路側溝へ排水 

      汚水：合併浄化槽設置、西側道路側溝へ排水 

＊資金調達計画：造成費 200 万円、建築費 3000 万円で合計 3200 万円となり、住宅

ローンの事前審査結果を添付。 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：仲南町土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊農地転用に伴う隣接農地関係者同意書添付 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員，曽我部委員さん，よろしくお願いします。 

 

曽我部委員  （補足説明 5-1） 

       それでは番号１の案件につきまして、補足説明をさせて頂きます。８月１８日午

前中に、譲渡人の西村さんの息子さんにお会いしまして話をお伺い致しました。

当初はご自分のところの近くにご自分の土地がありますので、息子さんの住居を

建てるといったような予定にされていたようですが、許可がおりないといったよ

うな状況になりまして、ご自分の自宅からは若干場所が離れております。長炭小

学校の校門から東へ１５０ｍぐらいのところ、県道炭所東琴平線沿いに、ご自分

の農地があります。そちらの方へ新築されるといったよう状況です。現在、西村

章宏さんは国分寺の方へ住んでおられますが、子供さんが誕生されて、出来るだ

け小学校、こども園が近いところへ帰りたいといったような希望もありまして、

義文さんも後継者が出来るだけ近いところに居てほしいということで、章裕さん

も農業に対して興味を持っておられるということでございます。詳細につきまし

ては、事務局の説明通りでございます。よろしくお願い致します。 

 

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号２の担当委員、亀田委員さん、よろ

しくお願いします。 

 

亀田委員   （補足説明 5-2） 

       番号２の千葉幸雄さんの土地は、五所尾さんところのそばです。詳細は事務局が

色々と言ってくれていますので、よろしくお願い致します。 

 

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号３の担当委員は高井委員さん、よろ

しくお願いいたします。 

 

高井委員   （補足説明 5-3） 

       先日、尾崎さんとお会いして話をお伺いしましたところ、覚さんの孫にあたる直

樹さんの分家住宅ということで、何ら問題はないと思います。詳細は事務局の説

明通りでございますので、よろしくお願い致します。 

 

副会長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等
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ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第３号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，議案第３号の件につきまして，原案のとおり許可相当と

して県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。続きまして，議案

第４号，農地法第５条 許可後の承継を伴う事業計画変更申請書審議の件を議題

とします。事務局の説明を求めます。 

  

事務局(藤原)（５条計画変更 説明） 

番号 1（特定建築条件付売買予定地）／【売買による所有権移転】 

＊申請地：吉野下字杉上上所 517 番 1(田) 488 ㎡ ほか 1 筆 

＊許可年月日、番号 昭和 52年 1月 26 日 52 農 B 第 8(1)89 号 90 号 

＊承継を伴う変更理由：非農家の自己住宅→特定建築条件付売買予定地 

＊農地区分：第 3種農地～まんのう町役場本庁舎より東側約 185ｍに位置し、町道

杉ノ上秀石線沿いにある農地。 

＊申請目的：特定建築条件付売買予定地（5戸） 

住宅：2階建 5棟 281.55 ㎡  

～許可を受けている譲渡人が申請地に非農家の自己住宅を建築する

計画をたてて昭和 52 年に農地法 5 条許可を受けているものの、その

後計画が中止となり、さらに県外に居住していることから申請地は農

地のまま 40 数年たっており、この度、譲受人が、特定建築条件付売

買予定地として事業変更して継承するため申請に至った。 

＊登記簿添付：申請地～2筆 

（申請地） ～令和 2年 8月 4日法務局発行（3箇月以内） 

         517 番 1   ～令和 1年 10 月 18 日 517 番 1、517 番に分筆 

         ほか 1筆  昭和 52 年 3 月 23 日 売買による所有権移転 

               平成 18 年 12 月 15 日 相続による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～良質花崗土（H=0.25ｍ～0.45ｍ） 

     擁壁～コンクリート擁壁（H=最大 0.80m） 

＊排水計画：雨水：溜桝に集水して隣接水路へ放流 

      汚水：公共下水道管に接続 

＊資金調達計画：土地代 329 万円、造成費 658 万円、建築費 2750 万円で合計 1394

万円となり、金融機関の残高証明書及び民間業者（不動産業）か

らの貸付証明書添付 

＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合総代押印添付 

＊候補地比較検討表：近隣候補地 3か所で比較検討済 

＊分譲住宅等工事進捗状況一覧表：近隣市町 5か所 

＊建築条件付売買予定地に係る申出書添付 

＊不動産売買契約書の例添付 

＊他法令申請：道路工事承認申請書添付 
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副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員，中浦委員さん，よろしくお願いします。 

 

中浦委員  （補足説明 5-1） 

       先日、現場を確認致しました。現場は私の自宅から役場の方へ向いて３０ｍ以内

に位置するところにあります。事業計画変更を事務局が詳しく説明してくれたの

で、私の方からは何も言うことはございません。ご審議の程、よろしくお願い致

します。 

 

副会長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第４号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，議案第４号の件につきまして，原案のとおり許可相当と

して県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。続きまして，議案

第５号，非農地証明願 承認の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原)（非農地証明 説明） 

番号 1（山林）／第 2種農地（自然潰廃） 

＊申請地：追上字北側 706 番 1(畑）789 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：追上公民館より西側約 140ｍに位置し、農道追上 8 号線

沿いの傾斜地にある農地。 

＊申請目的：山林 

     ～申請地では平成元年頃まで、タケノコを収穫していたが、 

傾斜地で通作不便などにより、約 30 年の間未耕作となり、 

現況は、荒廃し山林化しており、地目を現況どおりに変更 

するため、非農地証明願が提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和元年 7月 27 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※ 3 非農地証明の要件 (2)非農地の認定基準 3） 

    耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわた 

    り耕作放棄されたため、自然潰廃し、農地としての復旧が 

    著しく困難になった土地 
    6) 荒廃農地の発生解消状況に関する調査によって、「再生利用 

が困難と見込まれる荒廃農地」に分類された土地 

＊証明書：近隣農家の証明（令和 2年 7月 27 日） 

 

番号 2（山林）／第 2種農地（自然潰廃） 

＊申請地：追上字北側 707 番 1(畑）625 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：追上公民館より西側約 140ｍに位置し、農道追上 8 号線

沿いの傾斜地にある農地。 

＊申請目的：山林 

     ～申請地では平成元年頃まで、タケノコを収穫していたが、 
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傾斜地で通作不便などにより、約 30 年の間未耕作となり、 

現況は、荒廃し山林化しており、地目を現況どおりに変更 

するため、非農地証明願が提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和元年 7月 27 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※ 3 非農地証明の要件 (2)非農地の認定基準 3） 

    耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわた 

    り耕作放棄されたため、自然潰廃し、農地としての復旧が 

    著しく困難になった土地 
    6) 荒廃農地の発生解消状況に関する調査によって、「再生利用 

が困難と見込まれる荒廃農地」に分類された土地 

＊証明書：近隣農家の証明（令和 2年 8月 5日） 

 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１～２の担当委員，細川委員さん，よろしくお願いします。 

 

細川委員  （補足説明 非農地 1～2） 

       先日８月１７日に、推進員の臼杵さんと一緒に現地確認に行って参りました。状

況は事務局の説明の通りです。今後の予定をお聞きしたのですが、竹を伐採して

植樹の予定だそうです。よろしくお願い致します。 

 

副会長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第５号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，議案第５号について，原案のとおり承認することに決定

いたしました。ありがとうございました。 

 

副会長     続きまして，議案第６号，農用地利用集積計画諮問
しもん

の件を議題とします。今月の

議案には「農業委員会等に関する法律 第３１条議事参与の制限」に該当する案

件はありません。それでは，議案第６号の農用地利用集積計画諮問の件について，

事務局の説明を求めます。 

 

事務局(岡本)（集積計画諮問 説明） 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

副会長    質疑等もないようですので，採決をいたします。議案第６号について，原案のと

おり決定することに異議ございませんか。 
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委員全員   異議なし。 

 

副会長     異議なしということで，議案第６号について、原案のとおり決定しました。あり

がとうございました。 

 

副会長    続きまして，その他の件に移りたいと思います。 

その他の１番，合意解約・返還通知について，事務局の報告を求めます。 

 

事務局(岡本) （合意解約・返還通知について説明） 

 

副会長    ありがとうございました。事務局の報告は以上です。皆さん，質疑等ございませ

んか。 

 

（質問等なし） 

 

副会長    質疑等もないようでございますので，その他の 1 番について，承認することに異

議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，その他の 1 番については，承認されました。ありがとう

ございました。 

 

副会長    続きまして，その他の２番，青年等就農計画認定申請書の審査につきまして，事

務局の説明を求めます。 

 

事務局(小林)（青年等就農計画認定申請 説明） 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。私もこの中で立ち合い致しましたので、ひとつだ

け説明させて頂きます。 

       牛舎ですが大口川が非常に汚れている。そして新目の方の川も汚れているとい

うことで、地元の住民の方からこういった話がございました。牛舎の件につきま

してはシュミレーション通りしているのですが、ただ発酵がきれいにできていな

いものを畑や田んぼ、そういったところへ積んでいる。また直ぐに耕起もすると

いった流れです。土から汁が出るといったことが起こっております。そういった

時には、きちんと処理をしてほしいと、意見や文句を言ってこられるのは農業委

員会や町の方に言ってきますので、そういったことが目立つようでしたら、農業

委員会の方では許可が出来ません。県の保健所の方を連れて行きましてお話をさ

せてもらうということは、立会人としてお話をさせて頂きました。これからそう

いった事も出てくると思いますから、立会人と致しましてもお伝えしました。私

以外にも立会人がいましたので、何かご意見がございましたらお伺い致します。 

 

副会長    皆さん，質疑等ございませんか。 

 

副会長    中浦委員さん、どうぞ。 

 

中浦委員   葛原仁さんと森近明夫さん、氏家聡秀さん、この現状でやっていけるのですか。

皆さん、どうですか。 
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林委員    葛原さんに対しましては、鉢ものをやっていましたがここ２、３年はミニトマト

に切り替えて、去年新しく施設に投資したため今回の売り上げが落ちているのが

現実です。この春から新しいところへ植えて、今生産して随時パートさんも雇い

ましてやっていますので、今後は伸びていくと思います。 

 

副会長    葛原さんのところのミニトマトは、非常に甘くて人気があります。今から伸びて

行くと思います。 

後のお二人について、事務局の方から説明してください。 

 

事務局(小林) 森近明夫さんにつきましてご指摘がありましたが、今現状は販売業務の方で力

を入れられているということをお伺いしていて、何とか考慮してほしいというこ

とで、サンポートや栗林公園の中で産直のものを販売促進しているところを考慮

してくれませんかというような意見もございました。ただ販売だけでなくて営農

の方にも何とか力を入れてもらえないでしょうかということで、ミニトマトの収

入が思うように伸びてなかったようです。普及所の方が来られていましたので、

これからは反収を増やすことに力を注いでいくということで５年間どんなでし

ょうかというような話がありましたので、意欲はあります。 

 

中浦委員   意欲はいいのですが、後期高齢を過ぎていますのでと、私は思うのですが。皆さ

ん、どうでしょうか。 

       氏家さんは、どうでしょうか。 

 

事務局(小林) 氏家さんにつきましては、琴平町の方でございまして、公文の山神うどんの辺り

に農地を持たれていまして、今後まんのう町内に拡大を見込めて、農地のあては

ありということをお伺いしております。年間の所得は、１０万円ということです

が、去年に病虫害で大きく打撃を受けたということを言っていました。後は設備

投資の方で経費がかかったということが申告の内容です。これが現状になってお

ります。 

 

中浦委員   ３４歳で、１０万円でやっていけるのかと思いまして。モチベーションはいいの

ですが。 

 

事務局(小林) あくまでも経費を引いた額でありまして、お一人でしているということです。 

１０万円では厳しいとは思いますが。 

 

副会長    後期高齢者ということで、今後なんとかなるかと思います。これから一人でして

いるということも、普及所が手助けしてくれるのではないでしょうか。次回の認

定につきましては、農業委員会で考えていけばいいのでないでしょうか。 

       中浦委員さん、それでどうでしょうか。 

 

中浦委員   はい。 

 

副会長    他にございませんか。 

 

（質問等なし） 

 

副会長    質疑等もないようでございます。その他の２番について，承認することに異議ご

ざいませんか。 

 

委員全員   異議なし。 
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副会長    異議なしということで，その他の２番について、承認されました。ありがとうご

ざいました。続きまして，その他の３番，農用地利用計画の変更につきまして，

事務局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原)（農用地利用計画の変更 説明） 

 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質問等なし） 

 

副会長    質疑等もないようでございます。その他の３番について，承認することに異議ご

ざいませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

副会長    異議なしということで，その他の３番について、承認されました。ありがとうご

ざいました。            

 

副会長    それでは，以上で，本日提案の議題はすべて終了しました。全体的に何かご意見

等がありましたらお伺いします。 

 

副会長    秦委員さん、どうぞ。 

 

秦委員    先ほどの農業経営改善計画認定申請書ですが非常に見にくいのですが、今まで

みたいに 1枚にして頂くといいのですが。 

 

事務局(小林) 申し訳ございません。認定申請書の方がこの４月１日にあった法律の改正の関

係で、様式が変わって申し訳ないのですが、次回はできるだけＡ３の用紙を使っ

てご提示できるようにしたいと思います。 

 

副会長    秦委員さん、よろしいでしょうか。 

 

秦委員    はい。 

 

副会長    他にございませんか。それでは，無いようですので，来月の定例会の日時等を

事務局よりお願いします。 

 

事務局(藤原) （来月日時等説明） 

       ９月の予定につきましてお知らせ致します。 

       農地法申請      ９月 ４日(金)    締め切り 

       定例会        ９月２３日(水)    午前９時３０分から 

 

       また、来月の定例会終了後に香川県農業会議の近藤事務局長を招いて、農業委員              

会法に基づく農業委員や最適化推進委員の選任の手続き、また団体推薦における

注意点について公募を中心とした研修を計画しますので、引き続いての出席を重

ねてお願い致します。 

 

副会長  （閉会あいさつ） 

以上をもちまして，総会を閉会します。閉会後は事務局から事務連絡があります   

ので，そのままお待ちください。 


